
岐阜県子育て家庭応援キャンペーン事業

「多子世帯応援カード (仮称)」 のお店に

なつていただける事業者を募集します。

子どもが3人以上いる子育て世帯 (多子世帯)が
利用できるサービスを提供していただけませんか?

①ぎrS~lつ こカード登録店舗になつている店舗

【特典例】
(特典提供日の追加)

・ぎ6、 っこカードご提示の方 毎週火曜日 〇%OFF
多子世帯応援カード (仮称)ご提示の方 毎週火曜日に加え毎週金曜日も〇%OFF

(特典の追加)

・ぎ6、 っこカードご提示の方 ワンドリンクサービス

多子世帯応援カード (仮称)ご提示の方 ワンドリンクサービスに加え○○円引き など

②ぎふつこカード登録店舗になつていない店舗
・新たなサービスの開始

(例 )多子世帯応援カード (仮称)ご提示の方 3人目の子どもの料金 100円弓|

子ども全員分の ドリンクサービス 座席への優先的案内 など
・ぎふつこカードと同時申し込みも承ります。

※ぎふつこカード登録店舗におかれましては、多子世帯支援を目的に

従来のサービスヘの上乗せ、別サービスなどを行う場合に

「多子世帯応援カー ド (仮称)」 登録店舗とさせていただきます。

○「子育てに優 しいお店」としてPRや社会貢献になります。

○県から啓発物 (ステッカーなど)を提供 します。

○県のホームページなどで利用者にPRします。

〆署季11lllゝ
計|■11111■■III1111111ゝ
√■■11:::
ξ1111111111=111
こ::||::11111:1111:|:

鷺::11::1
竃苺111lliIIダ

「多子世帯応援カード (仮称)」 とは

これまでの「ぎ6ヽ つこカード」に加え、多

子世帯の支援を目的に18歳未満の子どもが

3人以上いる県内にお住いの世帯に配布する

カードです。
県内の企業・店舗にご協力いただき、商品

代や飲食代の害」引やポイント加算の特典が受

けられるなどにより、多子世帯を社会全体で

応援していきます。
多子世帯の方の申請により配布します。

事業開始時期は平成27年秋ごろを予定。

カー ドの申請 0交付

店舗情報の提供
サービスの不」用・提供

…
店舗登録
啓発物の提供

(※カード等のデザインは今後決定します。)

裏面の必要事項を記入いただき、ぎる、っこカード・多子
世帯応援カード (仮称)事務局まで郵送・ FA×・メール

で申請して<ださい。 (登録無料)

申込用紙は、県ホームページ「ぎも、子育て応援団」でも
手に入れられます。詳し<は下記までご連絡<ださい。
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お問い合わせ

ぎ6ヽ つこカー ド・ 多子世帯応援カー ド (仮称)事務局

(平成27年度岐阜県子育て支援パスポー ト拡大事業受託者 :ミ ッドレイジア株式会社 )

〒500-8384 岐阜市薮田南 5-10-5 ラインビル4F
丁EL:058-214-8951  FA× :058-214-8952
E一man三 i∩foogげukko.jp



「ぎふつこカー ド」と「多子世帯応援カー ド (仮称 )」 の制度比較

項 目 ぎふっこカー ド 多子世帯応援カー ド (仮称 )

カー ド

デザイン

が著子守れ義:」機N:偶量等巌30年 :3湾 31彗 ,マ

■ti fギ 常一恭
Ｗ

ぎふっこカー ドの延長であるた

め、現在のデザインを基本にし

て、配色等の変更を行 う。

対象者
県内に在住の 18歳未満の

子 どもがいる世帯

県内に在住の 18歳未満の

子 どもが 3人以上いる世帯

有効期限

平成 30年 3月 31日

※有効期 限前 に末子 が 18歳 に

なった場合 は、最初 に迎 える 3

平成 30年 3月 31日

※有効期限前に 18歳未満の子

どもが 2人になった場合は、最

初に迎える 3月 31日

参加店舗数 約 3,  3 0 0店舗

対象世帯 約 199, 000世 帯 約 26, 000世 帯

交付枚数 糸勺3 8 0,  0 0 0本虻 約 26, 000枚 (予定 )

事業開始時期 平成 18年 8月 平成 27年秋 (予定 )

交付方法

○県内の保育園・幼稚園・小中

学校等を通 じて一斉配布

○未就学児等は市町村窓 日配布

※窓日配布時は、保護者 と子

どもの身分証明書を確認の

うえ西己布

○市町村窓 口及び県子育て支援

課での申請方式による配布

※申請書の提出と子 どもの身

分証明書を確認の うえ配布

※交付時のぎふっこカー ド回

収 は、広域連携 での使用

で支障が生 じる恐れ等 もあ

り実施 しない予定。

サー ビス

内容

(例 )

○ベビー用品〇%OFF
O毎週月曜日はポイント○倍

○ワンドリンクサービス

など

○ベ ビー用品〇%OFF
Oぎふっこカー ドサービス 日に

加 え別の 日にサー ビスを実施

03人 目のお子 さんの入場料を

100円 引き

○飲食店などでの座席への優先

案内        など



項 目 ぎふっこカー ド 多子世帯応援カー ド (仮称 )

提供物品

ステ ッカー 2種類

(店頭用・ レジ用 )

。ステ ッカー 2種類

(店頭用 0レ ジ用 )

※多子世帯応援カー ド (仮称 )

のデザインをベースとし、ぎ

ふっこカー ドステッカーを模

したデザイン

同様の

彬掩育ヒが

あるもの

電子ぎふつこカー ド

父子手帳 ×

店舗情報

掲載場所

広域連携
富山県、愛知県、二重県

滋賀県、名古屋市
×

県民への

周知方法

多子世帯カー ド広報時に併せて

広報を実施

記者発表や新聞広告、フリーペ

ーパー及び市町村広報誌などを

用い制度開始時及びそれ以降も

糸睦続的に広報を実施



岐阜県子育て家庭応援キャンペー ン事業

(多 子世帯応援カー ド (仮称))参加申込書

平成   年  月  日

ぎふ っこカー ド・多子世帯応援 カー ド (仮 称 )事 務局 行

所在地

法 人名等

代表者 氏名

(担 当者 氏 名

岐阜県子育て家庭応援 キャンペー ン事業 (多 子世帯応援カー ド (仮 称))の趣 旨に賛同 し、

下記の とお り参加を申し込みます。

※  「記」以下の内容については、多子世帯応援 カー ド (仮称)の 事業開始時期 を 目途にホームペー ジ等 に

掲載 しますので ご了承 くだ さい。

※ 申込いただいた店舗 には、 10月 (予 定)に 店舗掲示用ステ ッカー等 を送付 します。併せて事業開始時

期 について もお知 らせ いた しますので、 ご了承 くだ さい。

己】〓

ロ

区分 (いずォ■かに○印) 買い物   飲食    宿泊   見 る    遊ぶ    その他

店舗 ・施設名称 2,リ カ な

所在 地 一丁

電話番 号

FAX番 号

E‐ mailア ドレス (可 能 な限 り記 入 くだ さい。)

HPア ドレス

営業時 間 時    分   ～    時     分  (24時 間表示 )

定休 日

店舗等の紹介 コメ

ン ト

100字以内でお願 い します。

サー ビス開始時期 多子世帯応援カー ド (仮 称)事業開始時か ら

特典 の内容 (例 )多 FI畦 帯応援カー ド (仮 称)提 示の方、きら、っこカー ド提示でのワン ドリンクサービスに加え○○円引き

多 r llヒ 帯応援カー ド (仮 称)提 示の方、ぎ場、っこカー ド提示での毎週火曜 ‖〇%OFFに 加え、毎週金H在 日にも〇%OFF


